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仕様概要

カスタマディスプレイ

バーコードハンドスキャナ
●USB接続、多段バーコード読み取り可能
●GS1 Databar対応
●外形寸法：本体長約157㎜、最大幅約74mm
●重量： 本体 約180g（ケーブル含む）

2次元バーコードハンドスキャナ
●USB接続、QRコード読み取り可能
●GS1 Databar対応
●外形寸法：本体長約158㎜、最大幅約63㎜
●重量： 本体 約110g（ケーブルを除く）

●USB接続
●表示文字数：
　16文字×3行（漢字）、32文字×3行（ANK）
●外形寸法：175（W）×85（D）×135（Ｈ）㎜
●重量： 約0.7kg

自動釣銭機 FAL2
●COM接続
●外形寸法： 
　490（W）×570（D）×最大135（H）㎜
　＊突起物は含まず（電源は本体に内蔵）
●重量：約35kg 

液晶ラインディスプレイ
●USB接続、7インチカラー液晶、タッチパネル、
　800×480ピクセル（WVGA）
●表示文字色：65,536色
●外形寸法：190（W）×146（D）×122（H）㎜
●重量：約0.8kg

小型キャッシュドロワ
●レシートプリンタ経由接続
●マネーケース： 紙幣3区分、硬貨5区分
●外形寸法：330（W）×415（D）×105（H）㎜
●重量： 約7㎏

キャッシュドロワ
●レシートプリンタ経由接続
●マネーケース： 紙幣4区分、硬貨3×2区分
●外形寸法： 450（W）×410（D）×115（H）㎜
●重量： 約10㎏

POSキーボード  
●USB接続
●テンキー：12　ファンクションキー：72
●外形寸法：
　228（W）×最大192（D）×最大54（H）mm
●重量：約0.9kg

ミニキーボード
●USB接続
●テンキー：12　ファンクションキー：35
●外形寸法：
　320（W）×最大140（D）×最大50（H）mm
●重量：約0.9kg

高速印字モード レシートプリンタ
●USB接続、パーシャルカット／フルカット切替
●用紙幅：58㎜
●印字速度：MAX450㎜/秒（弊社指定用紙使用）
●外形寸法：119（W）×234（D）×132（H）㎜
   （ケーブルカバー有）
●重量：約1.7kg
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Windows® 10 IoT Enterprise 2016 LTSB

インテル Atom® プロセッサー

4GB

SSD 約30GB

11.6型ワイド 1920×1080（FHD）、1,677万色、静電容量方式タッチパネル、マルチタッチ（10点）対応

クレードル：USB×6（USB2.0）　COM×2（RJ45）　カスタマディスプレイ用DC出力×1

クレードル：10BASE-T/100BASE-TX

本体内蔵、IEEE802.11a/b/g/n準拠

本体内蔵、Bluetooth® 4.1+EDR/LE準拠

500万画素、カラーCMOSカメラ、オートフォーカス対応

ステレオスピーカ

加速度センサ

リチウムイオンバッテリ、重量：充電池パック 約150ｇ、充電池パック（L） 約230ｇ

ACアダプタ AC100V±10% 50/60Hz（日本国内専用） 

299（W）×199（D）×18（H）mm　※背面グリップ部分除く

本体約950g（充電池パックL含む。ハンドベルト/肩掛けベルト除く）　クレードル約1kg（ACアダプタ、ACコード除く）

5～35℃ 45～85％（結露なきこと）

単位：mm

本体およびクレードル 主なオプション機器

外形寸法

●記載されている会社名及び商品名は各社の商標または登録商標です。 ●このカタログの内容は、改良のため予告なしに仕様・デザインを変更することがありますのでご了承ください。 ●本製品の輸出（非居住者への役務提供等を含む）
に際しては、外国為替及び外国貿易法等、関連する輸出管理法令等をご確認の上、必要な手続きをお取りください。ご不明な場合、または輸出許可等申請手続きにあたり資料等が必要な場合には、お買い上げの販売店またはお近くの弊社
営業拠点にご相談ください。 ●当社は本商品に関し、海外での保守サービス及び技術サポート等は行っておりません。 ●画面はすべてハメコミ合成です。 ●一部の商品写真は本カタログ用にCGで制作したもので、実際の使用状況や商品
の色と異なる場合があります。また、商品の色は印刷の都合上、実際と多少異なることがあります。 ●アプリケーションソフトウェアの対応する機能につきましては、営業窓口へお問い合わせください。

Cat.No.IMA029　19123001ND

最新情報は以下ホームページでご確認ください。

https://www.necplatforms.co.jp/
アプライアンスパートナー営業推進部
TEL：03-5282-5847

お問い合わせ、ご用命は下記へどうぞ

■E-mailでのお問い合わせ　pwsinfo@pws.jp.nec.com

NECプラットフォームズ株式会社 〒101-8532　東京都千代田区神田司町2丁目3番地 2019年12月現在

環境にやさしい植物油インキ
を使用しています。

見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。

多様な店舗シーンにマッチする
Windows® 搭載 業務用タブレット型POS項　目 内　容

カスタマディスプレイ
●USB接続
●表示文字数：
16文字×3行（漢字）、32文字×3行（ANK）
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自動釣銭機 FAL2
●COM接続
●外形寸法： 
490（W）×570（D）×最大135（H）㎜

●外形寸法：190（W）×146（D）×122（H）㎜
●重量：約0.8kg
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■ 電波に関するご注意
●病院内や航空機内など電子機器、無線機器の使用が禁止されている区域では使用しないでください。機器の電子回路に影響を与え、誤動作や事故の原因となるおそれがあります。 
●本商品は心臓ペースメーカーなど植込み型医用機器装着部から15cm以上離してご使用ください。
［ 無線LAN、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ® について ］
●本商品は、2.4GHz帯高度化小電力データ通信システムとして、使用可能な帯域全てを使用する無線設備であり、変調方式としてDS-SS方式
およびOFDM方式を採用しています。無線LANの想定与干渉距離は40m以下、Bluetooth® の想定与干渉距離は10m以下であり、移動体識
別装置の帯域を回避可能です。2.4GHz帯高度化小電力データ通信システムとして本商品が使用する周波数帯では、電子レンジ等の産業・科
学・医療機器のほか工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）及び特定小電力無線局（免
許を要しない無線局）並びにアマチュア無線局（免許を要する無線局）が運用されています。1.本商品を使用する前に、近くで移動体識別用の
構内無線局及び特定小電力無線局並びにアマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。2.万一、本商品から移動体識別
用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用周波数帯域を変更するか又は電波の発射を停止してくださ
い。その上、本商品添付のマニュアル記載の連絡先にご連絡を頂き、混信回避のための処置等（例えばパーティションの設置など）についてご
相談してください。3.その他、本商品から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発
生した場合など何かとお困りのことが起きたときには、本商品添付のマニュアル記載の連絡先へお問い合わせください。●使用帯域40MHz
システムの使用設定をONにする場合には、周囲の電波状況を確認して他の無線局に電波干渉を与えないことを事前に確認してください。万
一、他の無線局において電波干渉が発生した場合には、すぐに40MHzシステムの使用設定をOFFにしてください。　●本商品は、5GHz帯小
電力データ通信システム－IEEE802.11a準拠(W52/W53/W56)－を搭載しています。5GHz帯小電力データ通信システムとして本商品を
W52/W53帯で使用する場合には、電波法により屋外での使用が禁じられています。 ●W52/W53/W56は社団法人 電子情報技術産業協
会による表記です。

安全に関するご注意 バッテリのリサイクル
ご使用の際は、商品に添付の「お取り扱いの手引き」をよくお読みの上、正しくお使いください。 
水、湿気、油煙等の多い場所に設置しないでください。 火災、感電、故障などの原因となる
ことがあります。

リチウムイオン電池のリサイクルにご協力ください。 不要になった電池は、
貴重な資源を守るために廃棄しないで下記持ち込み拠点へお持ちください。
環境ホームページ　https://www.necplatforms.co.jp/csr/kankyo/
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堅牢性に優れた業務用タブレット型POS。
専用クレードルを介して、POS業務に必要な
周辺機器との連携が可能。

操作性

利用シーンの一例

安全、安心

TWINPOS S2をセットした状態でタッチ操作をしてもガタつかな
い安定構造で、誤入力や落下を防止します。また、専用クレードル
は角度調整機能により水平のほか、4段階で調整が可能です。

接客支援など 棚卸や発注業務など常設店以外の応援レジとして狭いカウンターを有効利用
角度は水平のほか、
４段階に調整が可能です。 

フレキシブルな角度調整

11.6型フルHDタッチパネル液晶で快ル液
適な操作性と見やすさを実現 た現しまました。
また、本体にハンドベルトをを付けけたまま
クレードルに着脱でき、
据置とモバイルの切替がが
スムーズに行えます。

使いやすさに配慮

堅牢性

埃の多い現場での利用や、思わぬ水濡れに配慮した防塵・防滴機
構※2※3で、安心してご利用いただけます。また、薬品や油に強い
耐薬品性樹脂を採用しており、日々の業務や、清掃による劣化を
防止します。

防塵・防滴ボディ※1

操作性堅牢性

安全・安心

● 防塵・防滴ボディ
● 優れた耐衝撃性

運用性 デザイン性
● TWINPOS
  資産を継承
● 充電池パック交換

拡張性 ● 豊富なインターフェース
● 無線LAN、Bluetooth® を搭載

● Windows® 10       
 IoT Enterprise搭載

● セキュリティソフトに対応

● 白で統一された    
シンプルなフォルム

● フレキシブルな角度調整
● 11.6型フルＨＤ　
タッチパネル液晶

1mの高さからＰタイル床※4への落下試験を実
施。（非動作状態）さらに、本体のタッチパネル
液晶ディスプレイには高耐久ガラスを採用して
おり、万が一落としてしまった際にも優れた
耐衝撃性を発揮します。

優れた耐衝撃性※1

最新の Eｍbedded OSである「Windows® 10 IoT Enterprise 」を
搭載。製造終了後も5年間は保守サポートが継続されるため、安心して
運用できます。

ウィルス対策ソフト「SolidProtect（ソリッドプロテクト）」※ウィルス駆除
ソフト「TWINPOS Virus Cleaner」にも対応しており、一度導入すれば
メンテナンス不要のセキュリティ対策が可能です。

Windows® 10 IoT Enterpriseを搭載

拡張性

専用クレードルには、USBを6ポート、COMを2ポート装備。自動釣銭機、
プリンタ、スキャナなど、POS業務に必要な周辺機器を接続することがで
きます。また、タブレット本体には無線LANおよびBluetooth® を搭載し
ており、容易に持ち運んだり、増設することが可能です。

豊富なインターフェース

運用性

従来POSと同じアプリケーションを搭載可能。省スペースPOSとして、
あるいは催事場などの応援POSとして運用が可能です。

TWINPOS資産を継承

デザイン性

本体・クレードルとも白で統一。シンプルなデザインでどのようなシーン
でも溶け込みます。タブレットとの一体感を重視し、お客様から見える背面
もすっきり。TWINPOS
シリーズの周辺機器と
もマッチします。

優れた機能を備えたシンプルデザイン

一般的なタブレット端末と異なり、特殊な工具を使わず充電池パック
を容易に交換できるため、保守コストの節減と業務の継続性が確保
できます。

各種セキュリティソフトに対応

充電池パック交換

※1 タブレット本体のみ。専用クレードルは含まれておりません。
※2 本製品が水に濡れた場合はすみやかにお拭き取りください。
※3 充電池パックの交換は、電源オフの状態で行ってください。
　　本製品内部に水や埃が入らないようにご注意ください。

※4 コンクリート床にプラスチック系木材（塩化ビニール樹脂など、
　　硬質な素材）を敷いた状態。

※SolidProtectは、ウィルス感染やセキュリティホールを突くサイバーアタックに対し、許可したプログラ
ムだけが実行される仕組み（ホワイトリスト方式）により、システムを保護するソフトです。（別売）

用途に応じて組み合わせをお選びいただけます

Windows® 搭載 業務用タブレット型POS

落下イメージ

無線ＬＡＮ（ＩＥＥＥ８０２．１１ａ/ｂ/ｇ/ｎ）※ Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ®
※ＩＥＥＥ８０２．ａ／ｎ無線ＬＡＮの使用は電波法令により屋内に限定されます。

カスタマディスプレイとの
組み合わせ

液晶ラインディスプレイとの
組み合わせ


